
1. 土祭における風土と風景の定義

束の間の一瞬でさえも

豊かな過去を持っている

土曜日の前には自分の金曜日があり

六月の前には自分の五月がある

(…)

この木はポプラ、何十年も前に根を生やした

この川はラバ川、流れはじめたのは

今日や昨日のことではない

茂みの中を通る小道が

踏み固められてできたのは

おとといのことではない

風が雲を吹き散らすためには、その前に

ここに雲を吹き寄せなければならなかった

(…)

　上記は、ポーランドの詩人、ヴィスワヴァ・シンボルスカの詩

「題はなくてもいい」の一節です。彼女は、私たちが感性をひら

いて目の前の世界を見つめなおすことで確かめられる豊かさが

あると、詩作を通して人びとに生涯呼びかけ続けました。とりわ

け、この詩は風景と風土の成り立ち、そして私たちが風景と風

土を問題にすることの意義の理解に向くと考えられるため、ここ

で引用をしました。『土祭読本』への寄稿、「益子の風景を通し

て風土を読む」においても、同じ目的から引用をしています。

　川が流れ、雲が風に吹き寄せられるのは自然のことであり、

茂みの中を通る小道が踏み固められてできるのは自然に人が

はたらきかけてのこととなります。そのように目の前の風景はか

たちづくられてゆき、私たちは、目の前の土地や人間のいとなみ

の全体を風土と「観る」ようになります。

　土祭において、風土は、ある土地の自然と、自然に人がはたら

きかけてかたちづくってきた豊かな暮しのいとなみ、豊かな暮し

の場の全体を指し、風景は風土の姿を指す、と定義します。ただ

し、音風景などの概念があるように、目に見える土地や自然物

や人間や人工物の姿だけでなく、目に見えない音や香り、場や

物の手触り、趣なども風景に含むものと考えます。

　そして、風土を成り立たせる「暮しのいとなみ」には、生活はも

ちろんのこと祭礼や生業を介した人びとの結びつきなども含ま

れます。それもあって、同じ土地に暮らす人びとの間で、風土の

見方はあるところまで共有されてゆきます。益子の地でいえば、

益子の人びとに共有される身近な世界観、それが益子の風土

像ということになります。

　風土はこのようにさまざまな成因から成り立ちます。それゆえ

に風景の観察を通して風土の成因を見つけ、それらの関係を

考察することで、風土の成り立ちを考えることはできてゆきます。

「益子の風土と風景を読み解くプロジェクト」は、こうした考え

方と方法にもとづいて起案され実践されています。

2. 本書について

　「土祭2015企画書」に記すように、専門家と町民で読み解く益子

の風土を土台として、土祭2015の企画や表現を形にしていく。

　土祭2015の開催を通して、私たちが読み解いてきた益子の風土

に、未来に残せる新しい風土が形成され重ねられていくこと、それ

が「土祭」の本義とも言える。益子全体、そして、地域ごとに細やか

に読み解いて行く過程とそこで浮き彫りにされてくることの記録を

本書にまとめていく。
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02 西明寺

01 上大羽・栗生

06 山本

03 城内・一の沢

11 下大羽

09 大沢・北中

10 七井

08 小宅

13 星の宮

04 道祖土

12 塙

05 新町・田町・内町・生田目
    石並・栗崎・北益子

07 田野

01 上大羽・栗生

02 西明寺

03 城内・一の沢

04 道祖土 (道祖土・北郷谷)                  

05 新町・田町・内町・生田目・石並・栗崎・北益子

06 山本 (本郷・原・松本・大郷戸)

07 田野 (長堤・上山・前沢・荒町・小泉・梅ヶ内・本沼・東田井)

08 小宅 (小宅・芦沼・青田・大平・舟橋)

09 大沢・北中 (駅前・角ノ川・本郷・大沢本郷・大沢宿・大沢里・新福寺・仲之内・風戸・北原・中村・北中)

10 七井 (上町・東町・富士山・仲町・下町・後町・山王・台町・田中・大和田・里東・リバティヒル)

11 下大羽

12 塙 (上・下)

13 星の宮 (上・下・星の宮団地・雇用団地) 

地区ごとに、つどいのスライド集と参加者のみなさんの発言をまとめた談話録、聞き取りの記録をまとめていきます。

益子町全体の風土・風景の読み解く中間報告は、『土祭読本 わたしたちの風と土』をご参照下さい。
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聞き取り 吉沢仁さん 「失われゆく手仕事、益子の手濾し粘土」 
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道祖土地区の概説

　益子町のほぼ中央部、陶芸メッセ・益子がある御城山 (みじょうやま) の北側で繋がる、須田ヶ池 (すだがいけ) と

北郷谷池 (きたごやいけ) から細長く続く平地とその周辺からなる。古くから陶芸用の原土を産出し、粘土も生産さ

れ、歴史ある窯元、販売店も並ぶエリア。
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3. 冬の子供の遊び

 ・ 子供の頃、今より寒かった。今より雪が降る機会があった。御城

山の北側は雪がなかなか解けなかったから、ソリをつくってすべ

った。ソリは竹を焼いて (火であぶって?) つくった。ハシゴにソリ

を履かせて皆ですべった。

 ・ 夜、水を撒いて雪を凍らせてすべりやすくしたことがあった。      

 ・ 須田ヶ池、北郷谷池でスケートができた。全面に氷は張らず、氷

が張っているように見える範囲のどこまで先へ進めるかが、度胸

試しのように競われた。先へ進むにつれて氷が傾いた。遠目にそ

れを見ながら囃したりした。

4. 荷車屋の写真

 ・ 城内坂を東へ下り里山へ上がる位置を、円道寺池から水を引              

いてつくられた田の側から見上げて写したもの (現在の共販セ

ンター向かい)。

 ・ 粘土を運んでいる。北郷谷から来たところか。

 ・ 子供の頃、農耕馬が荷車を引くのに乗った。

5. 荷造りと麦わら、稲わら

 ・ 「パッキン」に麦わらを使ったのは、麦わらには弾力があるから。

 ・ 包むのが上手い (丁寧で早い) 人がいた。「職人の技だよね」。

 ・ 稲わらは燃やして灰を作りジャガイモの種芋を半分に割った断

面に付けて、種芋が腐らないようにした。

1. 御城山の様子

 ・ 神谷家から御城山へ上がる道は舗装されていなかった。細く曲   

がりくねっていて「山道」という感じだった。夜、観音寺から塔婆

をもってくる、肝試しをした (持ってくることができたのは自分だ

けだった)。

 ・ 篠藪だった。

 ・ 炭を焼いていた頃は、コナラが小さかった。それなりに育つと伐

って炭を焼き、コナラの切り株からは、ひこ生えが生じ、株立ちの

姿になった (スライドショーの写真のように単幹で樹高10m弱に

達するようなものは、当時なかった)。

2. 御城山、道祖土の動物

 ・ 陶芸メッセができる前、御城山にはキツネがいた。馬タヌキは今

もいる (車に轢かれたタヌキを見つけると土に埋めてやる。5回は

それを見た) 。

 ・ シマリスがいる。 (廣瀬注: 本州にアジア大陸原産のチョウセン

シマリスが帰化。北海道にはエゾシマリスが自然分布する。) 

 ・ ウサギ、イタチがいる。

 ・ 昔はいなかったイノシシが来るようにもなった。 (廣瀬注: 北郷谷

側に  来るとは、開会前に聞いた。そのことか?) 

 ・ 御城山の裏の川 (道祖土川) にカワセミがいる。

 ・ 家の裏 (高舘山北麓に連なる丘。深田地内) にオコジョが棲む。

04 道祖土|風土・風景を読み解くつどい 談話録
道祖土公民館にて  2014/11/30  18:30-20:30

 6. 籾殻灰

 ・ 籾殻灰は畑土に混ぜて使う。

 ・ 野菜のまわりが灰だらけでアブラムシが付かなかった。化成肥

料を使うようになってから野菜にアブラムシが付くようになり、農

薬が要るようになったと記憶している。   

 ・ 籾殻は、焼き物用には早く焼いて灰にする。

 ・ 糠白灰をつくるには土灰 (いろりの灰。雑木を燃やした灰) 、籾

殻灰、わら灰をそれぞれ漉して、調合をしながらかたさを調えた。

 ・ 「籾がら焼却灰は、900°C以上の高温に遭遇すると熔融・固化す

るほか…」との記載のある研究報告資料、東北農業研究センタ

ー・生産環境研究領域「籾がら焼却灰は市販のケイ酸資材と同

等のイネいもち病発病抑制効果を有する」 (兼松誠司、小林隆、

関矢博幸、2013年) を紹介したところ、「籾殻は1250℃以上でも

溶けない。だから、器を重ね焼きする時に間に籾殻を挟むとそれ

らが溶けずに残るため器同士が張り付かずに済む」との指摘が

あった。

7. 益子のアカマツ

 ・ アカマツは伐って使っていた。囲炉裏とかまどに火をくべるのが

基本だったから、松葉や杉っ葉も燃料にした。

 ・ 他人の山からも、競争で落葉をとった。自分の山があってもそう

した。

 ・ 風呂を沸かすのが子供の仕事で、学校から帰ると籠を背負って 

松葉や杉っ葉を拾い集めた。早く終わらせて遊びに行きたかっ

た。

 ・ 高舘山の国有林では、各地区自治会の「愛林会」が燃料用に落

葉を確保できた。

 ・ 真岡から荷車を引いて落葉を集めに来る者もあった。夜は落葉

の中に寝て、朝起きてそれを運んだと聞いた。

 ・ 牛馬に食べさせる草を刈り、その上の松や杉の枝葉はすべて拾

った。山の中をどこまでも見通せた。

 ・ 林床に緑の苔が広がるのを見た (きれいだった)。

 ・ チタケが山の下から見通せて、親から「あそこにあるのを採って

こい」と言われ、必要な分だけしかとらないようにしていた。

 ・ マツタケが「ゴロゴロ」ある山もあった。

 ・ メジロ獲りをした。

 ・ 葉たばこを作るために腐葉土をたくさん必要とした。

8. 鮫皮肌 (かいらぎ)

 ・ 長石釉をざらざらした表面にかけると、ぼこぼこした表面になる。

それを、わさび卸しなどに使う鮫の皮のようだからと、鮫皮肌と

呼ぶようになった。梅華皮または梅花皮とも書く。

 ・ 益子の砂っぽい粘土は、指でさわったところと削ったところで差

がつきやすい。それと共に、それを焼くのに登り窯が向いた。

 ・ 登り窯を造るのに使うレンガには、砂が多いものを使う。  (事務

局注: 厳密に言うと登り窯を製作するのに使う耐火レンガには、

シャモットという細かい粒を使用する。これは耐火粘土を

1300~1400℃に加熱したのち、砕いて細かい粒にしたもの。これを

使用する理由は、耐火性が高く、収縮が小さいからである。)

9. 北郷谷池、須田ヶ池の魚など

 ・ フナ (廣瀬注: キンブナとギンブナの別は不詳) 、エビ (廣瀬注: 

ヌマエビ、ヌカエビ、スジエビ、テナガエビの別は不詳) 、シジミが

いる。

 ・ ウナギ、ナマズ、モツゴがいた。モツゴはブラックバスが居着いて

から食べられていなくなった。

 ・ タナゴの仲間は北郷谷池にいた。今はいない。

 ・ ババスコ (廣瀬注: 標準和名ホトケドジョウ)、ヤツメウナギもい

た。

 ・ ホタル (廣瀬注: ゲンジボタル、ヘイケボタル等の別は不詳) がい

た。

 ・ 北郷谷池で定期的に行われた「底洗い」によって、池の底にたま

った砂利が道祖土川まで運び下ろされ、それが水の浄化に役

立ったためか川底にいつも石と水草があった。

 ・ 泳ぎの練習をしたのは、北郷谷池だった。

 ・ 小貝川では、イカリ/ ヤマベ (廣瀬注: イカリは栃木県内に特有

の、ヤマベは関東地方全域に通じる、それぞれオイカワの地方

名。ただしオイカワは琵琶湖産コアユの放流にともない移入され

た国内産外来種) 、アカベンタ (廣瀬注: 標準和名ミヤコタナゴ) 、

カジカ (石の下にいた) が棲んだ。

10. 質疑応答から

 ・ 「道祖土」の地名はいつからのものか? (高橋氏)

 ・ 真岡に同じ地名があり、粘土を採っていたが尽き、益子へ移っ

て粘土を採掘するようになった人がいた。その人が地名も持ち

込んだと聞いたことがある。 (岩下氏)

 ・ 「道祖土」には「町外れ」の意味もあるという。その場合、道祖土

は益子の端なのか、それとも大羽の端なのか? (高橋氏)

 ・ 自分の家の屋号が「東入 (とうい? 入の字の下に東と書く) 」で、

益子の東の入口に当たると伝えられている。 (大塚氏)

記録: 廣瀬俊介 (文責)、 土祭事務局
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3. 冬の子供の遊び

 ・ 子供の頃、今より寒かった。今より雪が降る機会があった。御城

山の北側は雪がなかなか解けなかったから、ソリをつくってすべ

った。ソリは竹を焼いて (火であぶって?) つくった。ハシゴにソリ

を履かせて皆ですべった。

 ・ 夜、水を撒いて雪を凍らせてすべりやすくしたことがあった。      

 ・ 須田ヶ池、北郷谷池でスケートができた。全面に氷は張らず、氷

が張っているように見える範囲のどこまで先へ進めるかが、度胸

試しのように競われた。先へ進むにつれて氷が傾いた。遠目にそ

れを見ながら囃したりした。

4. 荷車屋の写真

 ・ 城内坂を東へ下り里山へ上がる位置を、円道寺池から水を引              

いてつくられた田の側から見上げて写したもの (現在の共販セ

ンター向かい)。

 ・ 粘土を運んでいる。北郷谷から来たところか。

 ・ 子供の頃、農耕馬が荷車を引くのに乗った。

5. 荷造りと麦わら、稲わら

 ・ 「パッキン」に麦わらを使ったのは、麦わらには弾力があるから。

 ・ 包むのが上手い (丁寧で早い) 人がいた。「職人の技だよね」。

 ・ 稲わらは燃やして灰を作りジャガイモの種芋を半分に割った断

面に付けて、種芋が腐らないようにした。

1. 御城山の様子

 ・ 神谷家から御城山へ上がる道は舗装されていなかった。細く曲   

がりくねっていて「山道」という感じだった。夜、観音寺から塔婆

をもってくる、肝試しをした (持ってくることができたのは自分だ

けだった)。

 ・ 篠藪だった。

 ・ 炭を焼いていた頃は、コナラが小さかった。それなりに育つと伐

って炭を焼き、コナラの切り株からは、ひこ生えが生じ、株立ちの

姿になった (スライドショーの写真のように単幹で樹高10m弱に

達するようなものは、当時なかった)。

2. 御城山、道祖土の動物

 ・ 陶芸メッセができる前、御城山にはキツネがいた。馬タヌキは今

もいる (車に轢かれたタヌキを見つけると土に埋めてやる。5回は

それを見た) 。

 ・ シマリスがいる。 (廣瀬注: 本州にアジア大陸原産のチョウセン

シマリスが帰化。北海道にはエゾシマリスが自然分布する。) 

 ・ ウサギ、イタチがいる。

 ・ 昔はいなかったイノシシが来るようにもなった。 (廣瀬注: 北郷谷

側に  来るとは、開会前に聞いた。そのことか?) 

 ・ 御城山の裏の川 (道祖土川) にカワセミがいる。

 ・ 家の裏 (高舘山北麓に連なる丘。深田地内) にオコジョが棲む。

 6. 籾殻灰

 ・ 籾殻灰は畑土に混ぜて使う。

 ・ 野菜のまわりが灰だらけでアブラムシが付かなかった。化成肥

料を使うようになってから野菜にアブラムシが付くようになり、農

薬が要るようになったと記憶している。   

 ・ 籾殻は、焼き物用には早く焼いて灰にする。

 ・ 糠白灰をつくるには土灰 (いろりの灰。雑木を燃やした灰) 、籾

殻灰、わら灰をそれぞれ漉して、調合をしながらかたさを調えた。

 ・ 「籾がら焼却灰は、900°C以上の高温に遭遇すると熔融・固化す

るほか…」との記載のある研究報告資料、東北農業研究センタ

ー・生産環境研究領域「籾がら焼却灰は市販のケイ酸資材と同

等のイネいもち病発病抑制効果を有する」 (兼松誠司、小林隆、

関矢博幸、2013年) を紹介したところ、「籾殻は1250℃以上でも

溶けない。だから、器を重ね焼きする時に間に籾殻を挟むとそれ

らが溶けずに残るため器同士が張り付かずに済む」との指摘が

あった。

7. 益子のアカマツ

 ・ アカマツは伐って使っていた。囲炉裏とかまどに火をくべるのが

基本だったから、松葉や杉っ葉も燃料にした。

 ・ 他人の山からも、競争で落葉をとった。自分の山があってもそう

した。

 ・ 風呂を沸かすのが子供の仕事で、学校から帰ると籠を背負って 

松葉や杉っ葉を拾い集めた。早く終わらせて遊びに行きたかっ

た。

 ・ 高舘山の国有林では、各地区自治会の「愛林会」が燃料用に落

葉を確保できた。

 ・ 真岡から荷車を引いて落葉を集めに来る者もあった。夜は落葉

の中に寝て、朝起きてそれを運んだと聞いた。

 ・ 牛馬に食べさせる草を刈り、その上の松や杉の枝葉はすべて拾

った。山の中をどこまでも見通せた。

 ・ 林床に緑の苔が広がるのを見た (きれいだった)。

 ・ チタケが山の下から見通せて、親から「あそこにあるのを採って

こい」と言われ、必要な分だけしかとらないようにしていた。

 ・ マツタケが「ゴロゴロ」ある山もあった。

 ・ メジロ獲りをした。

 ・ 葉たばこを作るために腐葉土をたくさん必要とした。

8. 鮫皮肌 (かいらぎ)

 ・ 長石釉をざらざらした表面にかけると、ぼこぼこした表面になる。

それを、わさび卸しなどに使う鮫の皮のようだからと、鮫皮肌と

呼ぶようになった。梅華皮または梅花皮とも書く。

 ・ 益子の砂っぽい粘土は、指でさわったところと削ったところで差

がつきやすい。それと共に、それを焼くのに登り窯が向いた。

 ・ 登り窯を造るのに使うレンガには、砂が多いものを使う。  (事務

局注: 厳密に言うと登り窯を製作するのに使う耐火レンガには、

シャモットという細かい粒を使用する。これは耐火粘土を

1300~1400℃に加熱したのち、砕いて細かい粒にしたもの。これを

使用する理由は、耐火性が高く、収縮が小さいからである。)

9. 北郷谷池、須田ヶ池の魚など

 ・ フナ (廣瀬注: キンブナとギンブナの別は不詳) 、エビ (廣瀬注: 

ヌマエビ、ヌカエビ、スジエビ、テナガエビの別は不詳) 、シジミが

いる。

 ・ ウナギ、ナマズ、モツゴがいた。モツゴはブラックバスが居着いて

から食べられていなくなった。

 ・ タナゴの仲間は北郷谷池にいた。今はいない。

 ・ ババスコ (廣瀬注: 標準和名ホトケドジョウ)、ヤツメウナギもい

た。

 ・ ホタル (廣瀬注: ゲンジボタル、ヘイケボタル等の別は不詳) がい

た。

 ・ 北郷谷池で定期的に行われた「底洗い」によって、池の底にたま

った砂利が道祖土川まで運び下ろされ、それが水の浄化に役

立ったためか川底にいつも石と水草があった。

 ・ 泳ぎの練習をしたのは、北郷谷池だった。

 ・ 小貝川では、イカリ/ ヤマベ (廣瀬注: イカリは栃木県内に特有

の、ヤマベは関東地方全域に通じる、それぞれオイカワの地方

名。ただしオイカワは琵琶湖産コアユの放流にともない移入され

た国内産外来種) 、アカベンタ (廣瀬注: 標準和名ミヤコタナゴ) 、

カジカ (石の下にいた) が棲んだ。

10. 質疑応答から

 ・ 「道祖土」の地名はいつからのものか? (高橋氏)

 ・ 真岡に同じ地名があり、粘土を採っていたが尽き、益子へ移っ

て粘土を採掘するようになった人がいた。その人が地名も持ち

込んだと聞いたことがある。 (岩下氏)

 ・ 「道祖土」には「町外れ」の意味もあるという。その場合、道祖土

は益子の端なのか、それとも大羽の端なのか? (高橋氏)

 ・ 自分の家の屋号が「東入 (とうい? 入の字の下に東と書く) 」で、

益子の東の入口に当たると伝えられている。 (大塚氏)

記録: 廣瀬俊介 (文責)、 土祭事務局
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3. 冬の子供の遊び

 ・ 子供の頃、今より寒かった。今より雪が降る機会があった。御城

山の北側は雪がなかなか解けなかったから、ソリをつくってすべ

った。ソリは竹を焼いて (火であぶって?) つくった。ハシゴにソリ

を履かせて皆ですべった。

 ・ 夜、水を撒いて雪を凍らせてすべりやすくしたことがあった。      

 ・ 須田ヶ池、北郷谷池でスケートができた。全面に氷は張らず、氷

が張っているように見える範囲のどこまで先へ進めるかが、度胸

試しのように競われた。先へ進むにつれて氷が傾いた。遠目にそ

れを見ながら囃したりした。

4. 荷車屋の写真

 ・ 城内坂を東へ下り里山へ上がる位置を、円道寺池から水を引              

いてつくられた田の側から見上げて写したもの (現在の共販セ

ンター向かい)。

 ・ 粘土を運んでいる。北郷谷から来たところか。

 ・ 子供の頃、農耕馬が荷車を引くのに乗った。

5. 荷造りと麦わら、稲わら

 ・ 「パッキン」に麦わらを使ったのは、麦わらには弾力があるから。

 ・ 包むのが上手い (丁寧で早い) 人がいた。「職人の技だよね」。

 ・ 稲わらは燃やして灰を作りジャガイモの種芋を半分に割った断

面に付けて、種芋が腐らないようにした。

1. 御城山の様子

 ・ 神谷家から御城山へ上がる道は舗装されていなかった。細く曲   

がりくねっていて「山道」という感じだった。夜、観音寺から塔婆

をもってくる、肝試しをした (持ってくることができたのは自分だ

けだった)。

 ・ 篠藪だった。

 ・ 炭を焼いていた頃は、コナラが小さかった。それなりに育つと伐

って炭を焼き、コナラの切り株からは、ひこ生えが生じ、株立ちの

姿になった (スライドショーの写真のように単幹で樹高10m弱に

達するようなものは、当時なかった)。

2. 御城山、道祖土の動物

 ・ 陶芸メッセができる前、御城山にはキツネがいた。馬タヌキは今

もいる (車に轢かれたタヌキを見つけると土に埋めてやる。5回は

それを見た) 。

 ・ シマリスがいる。 (廣瀬注: 本州にアジア大陸原産のチョウセン

シマリスが帰化。北海道にはエゾシマリスが自然分布する。) 

 ・ ウサギ、イタチがいる。

 ・ 昔はいなかったイノシシが来るようにもなった。 (廣瀬注: 北郷谷

側に  来るとは、開会前に聞いた。そのことか?) 

 ・ 御城山の裏の川 (道祖土川) にカワセミがいる。

 ・ 家の裏 (高舘山北麓に連なる丘。深田地内) にオコジョが棲む。

 6. 籾殻灰

 ・ 籾殻灰は畑土に混ぜて使う。

 ・ 野菜のまわりが灰だらけでアブラムシが付かなかった。化成肥

料を使うようになってから野菜にアブラムシが付くようになり、農

薬が要るようになったと記憶している。   

 ・ 籾殻は、焼き物用には早く焼いて灰にする。

 ・ 糠白灰をつくるには土灰 (いろりの灰。雑木を燃やした灰) 、籾

殻灰、わら灰をそれぞれ漉して、調合をしながらかたさを調えた。

 ・ 「籾がら焼却灰は、900°C以上の高温に遭遇すると熔融・固化す

るほか…」との記載のある研究報告資料、東北農業研究センタ

ー・生産環境研究領域「籾がら焼却灰は市販のケイ酸資材と同

等のイネいもち病発病抑制効果を有する」 (兼松誠司、小林隆、

関矢博幸、2013年) を紹介したところ、「籾殻は1250℃以上でも

溶けない。だから、器を重ね焼きする時に間に籾殻を挟むとそれ

らが溶けずに残るため器同士が張り付かずに済む」との指摘が

あった。

7. 益子のアカマツ

 ・ アカマツは伐って使っていた。囲炉裏とかまどに火をくべるのが

基本だったから、松葉や杉っ葉も燃料にした。

 ・ 他人の山からも、競争で落葉をとった。自分の山があってもそう

した。

 ・ 風呂を沸かすのが子供の仕事で、学校から帰ると籠を背負って 

松葉や杉っ葉を拾い集めた。早く終わらせて遊びに行きたかっ

た。

 ・ 高舘山の国有林では、各地区自治会の「愛林会」が燃料用に落

葉を確保できた。

 ・ 真岡から荷車を引いて落葉を集めに来る者もあった。夜は落葉

の中に寝て、朝起きてそれを運んだと聞いた。

 ・ 牛馬に食べさせる草を刈り、その上の松や杉の枝葉はすべて拾

った。山の中をどこまでも見通せた。

 ・ 林床に緑の苔が広がるのを見た (きれいだった)。

 ・ チタケが山の下から見通せて、親から「あそこにあるのを採って

こい」と言われ、必要な分だけしかとらないようにしていた。

 ・ マツタケが「ゴロゴロ」ある山もあった。

 ・ メジロ獲りをした。

 ・ 葉たばこを作るために腐葉土をたくさん必要とした。

8. 鮫皮肌 (かいらぎ)

 ・ 長石釉をざらざらした表面にかけると、ぼこぼこした表面になる。

それを、わさび卸しなどに使う鮫の皮のようだからと、鮫皮肌と

呼ぶようになった。梅華皮または梅花皮とも書く。

 ・ 益子の砂っぽい粘土は、指でさわったところと削ったところで差

がつきやすい。それと共に、それを焼くのに登り窯が向いた。

 ・ 登り窯を造るのに使うレンガには、砂が多いものを使う。  (事務

局注: 厳密に言うと登り窯を製作するのに使う耐火レンガには、

シャモットという細かい粒を使用する。これは耐火粘土を

1300~1400℃に加熱したのち、砕いて細かい粒にしたもの。これを

使用する理由は、耐火性が高く、収縮が小さいからである。)

9. 北郷谷池、須田ヶ池の魚など

 ・ フナ (廣瀬注: キンブナとギンブナの別は不詳) 、エビ (廣瀬注: 

ヌマエビ、ヌカエビ、スジエビ、テナガエビの別は不詳) 、シジミが

いる。

 ・ ウナギ、ナマズ、モツゴがいた。モツゴはブラックバスが居着いて

から食べられていなくなった。

 ・ タナゴの仲間は北郷谷池にいた。今はいない。

 ・ ババスコ (廣瀬注: 標準和名ホトケドジョウ)、ヤツメウナギもい

た。

 ・ ホタル (廣瀬注: ゲンジボタル、ヘイケボタル等の別は不詳) がい

た。

 ・ 北郷谷池で定期的に行われた「底洗い」によって、池の底にたま

った砂利が道祖土川まで運び下ろされ、それが水の浄化に役

立ったためか川底にいつも石と水草があった。

 ・ 泳ぎの練習をしたのは、北郷谷池だった。

 ・ 小貝川では、イカリ/ ヤマベ (廣瀬注: イカリは栃木県内に特有

の、ヤマベは関東地方全域に通じる、それぞれオイカワの地方

名。ただしオイカワは琵琶湖産コアユの放流にともない移入され

た国内産外来種) 、アカベンタ (廣瀬注: 標準和名ミヤコタナゴ) 、

カジカ (石の下にいた) が棲んだ。

10. 質疑応答から

 ・ 「道祖土」の地名はいつからのものか? (高橋氏)

 ・ 真岡に同じ地名があり、粘土を採っていたが尽き、益子へ移っ

て粘土を採掘するようになった人がいた。その人が地名も持ち

込んだと聞いたことがある。 (岩下氏)

 ・ 「道祖土」には「町外れ」の意味もあるという。その場合、道祖土

は益子の端なのか、それとも大羽の端なのか? (高橋氏)

 ・ 自分の家の屋号が「東入 (とうい? 入の字の下に東と書く) 」で、

益子の東の入口に当たると伝えられている。 (大塚氏)

記録: 廣瀬俊介 (文責)、 土祭事務局
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(左) 「日陰黄土」は主に化粧泥として使われていた。

撹拌器は今でも動く。神谷さん (左) 

1. 重労働の手作業を助ける工夫を

　うちは農家だったけど、北郷谷に平塚くんという同級生で仲の

いい友だちがいて、よく遊びに行っていた。彼の家が粘土屋さんで、

作業の様子は子どもの頃から見ていてなんとなくわかっていた。近

所から今の家に引っ越してきたときに、「粘土になりそうな土が出

るね」ということで「それじゃあ、掘ってみるか!」と。最初は、原土の

まま武井さんに売っていた。手に取って、指で土をほぐしながら「大

丈夫だ」と言われたからね。

　それから自分で粘土にしてから売ろうと思って、最初は手漕ぎで

やっていたけど、駅前の山崎鉄工 (今は山崎電気) に相談して、鉄

と木で撹拌器を作った。相談した時に「何回転するのか?」と聞か

れても自分でもわからない。

　神谷茂 (かみやしげる) さんは昭和4年生まれ。父の代から続く

農業を営み、タバコも作っていた。今から約50年前に、陶芸メッセ

が建つ御城山 (みじょうやま) の北東の地に引っ越したのを機に、

益子で最も良質な黄土と言われる「日陰黄土」の生産を始めた。

04 道祖土|聞き取り 神谷茂さん 「日陰粘土の生産、子供の頃のこと」
 道祖土の作業場にて  2014/11/18　

　とにかく回して水が飛び出さないような塩梅で、としか言えな

かった。粘土濾しに水が必要だけど、作業小屋の雨樋から雨水を

ためるタンクも作った。土を掘るのも、昔は人力でショベルだけで

掘っていた。

　穴に降りてショベルで掘って、担ぎ棒で運び上げる。あと一歩の
ところで転んで、全部ぶちまけたこともあるし、埋まりそうになったこ

ともある。粘土を掘っていたら、友だちの平塚が「逃げろ!」といきな

り叫んだ。理由もわからなかったが、とにかく逃げようと走った。そ

うしたら、崖崩れ。もう少しで巻き込まれて死んでいたね、平塚は命

の恩人です。

2. 動物や家畜とともに暮らす

　陶芸メッセが建つ場所は、昔は山で、薮を開墾して畑にしている

人もいたし、葉タバコを作っている人もいた。

　キツネやウサギもいたよ。引っ越して来たとき小学校低学年だっ
た娘は作文を書いた、「ここにもとから住んでいたウサギは、私たち

が引っ越して来て、どこにいったんだろう。新しい場所でいじめられ

ていないか、心配です」と。心のやさしい娘になっていると思って嬉

しくて涙出そうだったよ、私も動物が好きだから。

　昔の農家は、みんな農耕馬を飼っていた。「馬車引きさん」と

言って、農作業やりながら農耕馬で荷物をひかせる仕事をしてい

た人もいた。うちの近所には「馬車引きコウちゃん」と呼ばれる人が

いた。私が飼っていた馬は、芳賀郡の品評会で2位になったことも

あった。馬を飼うと、おもしろいよ。えさは、稲藁を2センチくらいに

刻んで、米糠を混ぜる。稲藁が8割。私が朝起きると、馬は小屋の

中で、私の気配に気づいて催促して啼く。それで、首をこうやって

抱っこして優しくたたいてやると、やっと落ち着く。北海道で生まれ

た子馬を私が飼っていたことがあるけど、その子馬を売ってくれた

人が、わざわざ会いにきてくれたことがあって、首根っこ抱っこして

落ち着かせるところを見せてあげたら、喜んで帰って行った。私が

馬のことは好きだったから、向こうも好きになってくれたんだと思う。

3. 子どものころの記憶

　濱田晋作さんとは同級生なんだよ。あそこの (目の前の陶芸メッ

セ敷地内に移築された) 旧濱田邸の中は、子どもの頃、走り回って

遊んだよ。あの家は、夏、涼しかったね。晋作さんもいたずら好きで、

棒の先に泥をつけて、ベターと人につけたりしていた。ツチバチが

昔はけっこういたんだけど、みんなツチバチの巣を棒でほじくって

遊んでいた。あの蜂はズボンの下からもぐって入ってくる。刺される

と、カーッと熱くなる。朝礼のときに、突然晋作さんが「あちあちー」

と叫んだことがあって、「ああ、また、あいつやったな」と思ってると、

先生が、ズボン下げて刺された所を診てあげてた。

　庄司さんが古いものが好きなのは，昔から有名だったよ。古く

なった鍬を使って農作業していると「なんだ、濱田家に持って行く

ような鍬をまだ使ってんのか?」と言われた。旧濱田邸も、どっから

か古い家をもってきて住んでいたたんだ。だから、旧濱田邸なんて

言っているけど、本当は「旧旧濱田邸」だね。
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雨水をためるタンク

1. 重労働の手作業を助ける工夫を

　うちは農家だったけど、北郷谷に平塚くんという同級生で仲の

いい友だちがいて、よく遊びに行っていた。彼の家が粘土屋さんで、

作業の様子は子どもの頃から見ていてなんとなくわかっていた。近

所から今の家に引っ越してきたときに、「粘土になりそうな土が出

るね」ということで「それじゃあ、掘ってみるか!」と。最初は、原土の

まま武井さんに売っていた。手に取って、指で土をほぐしながら「大

丈夫だ」と言われたからね。

　それから自分で粘土にしてから売ろうと思って、最初は手漕ぎで

やっていたけど、駅前の山崎鉄工 (今は山崎電気) に相談して、鉄

と木で撹拌器を作った。相談した時に「何回転するのか?」と聞か

れても自分でもわからない。

　神谷茂 (かみやしげる) さんは昭和4年生まれ。父の代から続く

農業を営み、タバコも作っていた。今から約50年前に、陶芸メッセ

が建つ御城山 (みじょうやま) の北東の地に引っ越したのを機に、

益子で最も良質な黄土と言われる「日陰黄土」の生産を始めた。

　とにかく回して水が飛び出さないような塩梅で、としか言えな

かった。粘土濾しに水が必要だけど、作業小屋の雨樋から雨水を

ためるタンクも作った。土を掘るのも、昔は人力でショベルだけで

掘っていた。

　穴に降りてショベルで掘って、担ぎ棒で運び上げる。あと一歩の
ところで転んで、全部ぶちまけたこともあるし、埋まりそうになったこ

ともある。粘土を掘っていたら、友だちの平塚が「逃げろ!」といきな

り叫んだ。理由もわからなかったが、とにかく逃げようと走った。そ

うしたら、崖崩れ。もう少しで巻き込まれて死んでいたね、平塚は命

の恩人です。

2. 動物や家畜とともに暮らす

　陶芸メッセが建つ場所は、昔は山で、薮を開墾して畑にしている

人もいたし、葉タバコを作っている人もいた。

　キツネやウサギもいたよ。引っ越して来たとき小学校低学年だっ
た娘は作文を書いた、「ここにもとから住んでいたウサギは、私たち

が引っ越して来て、どこにいったんだろう。新しい場所でいじめられ

ていないか、心配です」と。心のやさしい娘になっていると思って嬉

しくて涙出そうだったよ、私も動物が好きだから。

　昔の農家は、みんな農耕馬を飼っていた。「馬車引きさん」と

言って、農作業やりながら農耕馬で荷物をひかせる仕事をしてい

た人もいた。うちの近所には「馬車引きコウちゃん」と呼ばれる人が

いた。私が飼っていた馬は、芳賀郡の品評会で2位になったことも

あった。馬を飼うと、おもしろいよ。えさは、稲藁を2センチくらいに

刻んで、米糠を混ぜる。稲藁が8割。私が朝起きると、馬は小屋の

中で、私の気配に気づいて催促して啼く。それで、首をこうやって

抱っこして優しくたたいてやると、やっと落ち着く。北海道で生まれ

た子馬を私が飼っていたことがあるけど、その子馬を売ってくれた

人が、わざわざ会いにきてくれたことがあって、首根っこ抱っこして

落ち着かせるところを見せてあげたら、喜んで帰って行った。私が

馬のことは好きだったから、向こうも好きになってくれたんだと思う。

3. 子どものころの記憶

　濱田晋作さんとは同級生なんだよ。あそこの (目の前の陶芸メッ

セ敷地内に移築された) 旧濱田邸の中は、子どもの頃、走り回って

遊んだよ。あの家は、夏、涼しかったね。晋作さんもいたずら好きで、

棒の先に泥をつけて、ベターと人につけたりしていた。ツチバチが

昔はけっこういたんだけど、みんなツチバチの巣を棒でほじくって

遊んでいた。あの蜂はズボンの下からもぐって入ってくる。刺される

と、カーッと熱くなる。朝礼のときに、突然晋作さんが「あちあちー」

と叫んだことがあって、「ああ、また、あいつやったな」と思ってると、

先生が、ズボン下げて刺された所を診てあげてた。

　庄司さんが古いものが好きなのは，昔から有名だったよ。古く

なった鍬を使って農作業していると「なんだ、濱田家に持って行く

ような鍬をまだ使ってんのか?」と言われた。旧濱田邸も、どっから

か古い家をもってきて住んでいたたんだ。だから、旧濱田邸なんて

言っているけど、本当は「旧旧濱田邸」だね。
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吉沢仁さん (中) 。原土を広げ「ぶっちゃし棒」で原土を砕く作業などを行う
作業場でお話を伺った。

記録: 萩原潤 (文責)、廣瀬俊介、土祭事務局
協力: 若杉集

土祭2015の企画の1つ「益子の原土を継ぐ」に参加する陶芸家や染織家が
、北郷谷で黄土を掘る。粘土職人のみなさんが積み重ねてこられた労力と
功績に敬意を表し、知恵と思想を継ぐ。 (2014年12月2日)

んも同じように作業場と家を隣接させていた。

2. 後継者がいない手仕事

　お金にならない仕事だから、生活は厳しい。本気で、この仕事を

残したいと考えてくれるのなら、補助金や他の方法でもこの仕事で

食べて行けるようにしなければ、無理な話だ。これまでに何人かの

人が、やりかたを教えてくれ、学びたいと訪ねてきたけど、その中に

は北海道から来た人もいた。きつい仕事で生活ができないと話し

たが、それだけでは理解してもらえず、5日くらい一緒にやって、現実

がわかって帰って行った。粘土作りは最低1ヶ月かかり、それを繰

り返して続けていく必要がある。それなのに、アパートを借りるだけ

の金も稼げない。学びに来た若い人は、職人が住み込むため家も

あると思っていたようだが、そんな場所は用意できないから…。

　吉沢仁 (よしざわじん) さんは昭和9年 (1934) 生まれ。62歳で長

年務めた会社を退職後、「自宅で仕事しながら孫の面倒も見るこ

とができるから」と、祖父の代から続く粘土作りの仕事を始めた。

 1. 手濾し粘土のこと

 私が住む北郷谷地区は、機械生産による粘土作りが始まってか

らも水簸 (すいひ) での手作業の粘土作りを行う職人さんたちが

多く軒を並べていた地区。1986年に最後の粘土職人、川俣みつや

さんが廃業し、その後、私が粘土作りを始めた。4年ほど前から生

産量を減らしながら無理の無い範囲で続けていたが、昨年より水

簸による作業は行えていない。

　作業場には、長方形の水簸場と、その両脇の丸い桶、粘土を乾

かす「とこ桶」で構成される。現在は、コンクリート製だが、昔は松で

作られていた。道を挟んで、湧き水を溜める場所があり、昔はそこを

使用していた。近くに、住居と畑、屋根が掛かった場所 (タタキに

なっている) があり、そこでは粘土を木製の「ぶっちゃし棒」で砕い

たりしていた。一番大きな口の桶には、未だに良質のあさぎ土が

入っているという。最低、粘土作りには１ヶ月はかかる。粘土作りを

始めると、作業の場所を離れられない、その理由は、雨が降る、雪

が降る、水が凍るなど、天候に合わせて、粘土が雨に当たらないよ

うに桶に蓋をする等の作業をしなければならないから。そのため、

作業場に家を作って住み、裏手に畑を作っている。他の粘土屋さ
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晋作さん （右）。上ん台の大きなテーブルは濱田庄司がデザインし茂木の
職人に制作を依頼したもの。

この日、参考館近くの田では、あまり見られなくなった籾殻を燃す風景が。

んですから、登り窯や道具を作るのにもってこいなんですよね、「か

いらぎ」にも。そういう悪い粘土を活かすわけですけど、それは、昔

にはなかったこと。濱田 (庄司) が入ってきてから、だめな材料を活

かしながら自分の勝手な器をつくったというわけ。そういうガサガ

サしたものを、濱田が作っているのを知って、どう作るんだと専門

家どうしで話してもわからなくて、濱田に聞きに来ていたそうです。

　焼き物の材料の使い方では、自然が教えてくれたというよりも、

京都にいた友だちで、河井寛次郎っていうのがいるんですけど、こ

れとふたりであれこれ考えながら焼き物に相当する材料や制作方

法を考えながらやったりね。自然が教えてくれたということではなく

て、釉薬をつくったり、粘土の材料の使用方法を考えたり、自分た

ちで研究していた。河井寛次郎っていうのは、今の東京工業大学、

昔の東京高等工業学校 (窯業科) なんですが、そこに務めていて、

父なんかも、今の東京の日比谷高校ですが、あれの前身の府立一

中にやっかいになって、それで勉強していたんです。成績が2番目

だったんです、みんな東大に行くような高校のね。東大に行くのが

当然のようなのに、「高等工業の焼き物の世界に入って勉強する

」って言ったらね、先生から「おまえどうかしているぞ、精神病院

行って診察してもらえ」って。それで、病院に行って診察してもらっ

たら異常はないって。それで焼き物の世界に入れました。

6. 稲藁と麦藁で包み、川へ

　荷車屋さんには、これは、どの瀬戸屋さんも、そういう機会があ

るとやっかいになった。今のリヤカーじゃなくて、大八車か何かが

あったんですよね。器を運ぶ時、最初は荷車でね、この付近は、どこ

に持って行ったかなあ、どこか一カ所持って行く場所があったんで

すよね。そこから川を下って東京のほうへ品物を送ったんですよね。

器は、藁で包んでいた。 

(廣瀬| 濱田家の水田の稲藁で?)

　なんでもいいんですよ、お百姓さんが作っている藁をなんでもい

いからもらってね、それを利用して荷造りしてね。専門の人もいた

けど、焼き物屋なら誰でもできますよ。壊れないようにすればいい

んだから。

(廣瀬| 子どものころから手伝っていました?)

　手伝いというよりも、これはもう自動的な手伝いですね。1つ1つ

品物どうしがぶつからないようにして。数が多くて大変だけど、あた

ちの裏山にもあって、松食い虫の被害が出るまでは、昔はガス窯な

んてなかったから、焼き物屋さんはみんな赤松の薪でやっていた。

今は東北のほうから赤松の薪を求めていますね。

2. 田からの恵みと窯業、「灰」のこと

　昔は灰があっての生活だったでしょ、今は灰がなくても生活でき

るから、作る素の材料がないんですよね。あっても必要としない、だ

から灰が出てこない。これは自然現象で、しょうがない。無理矢理

に灰を作ろうとしても、「堅苦しい灰」になっちゃう。自然に任せる他

はないからやむをえないですね。自然消滅です。なかなか難しいで

すよね、材料を活かして、仕事のほうへ持ってこようというのは。

(廣瀬| 今日は、ご近所の田んぼで籾殻を燃やしていましたが、あ

まり最近では見られなくなりましたね?) 

　籾殻の灰は、器の白い部分があるでしょう、その白 (飾ってある

湯のみの) が、籾殻の灰。籾殻灰の場合は、いくらか石灰並白が入

るんです。籾殻の場合は、1500度くらいの温度にしても溶けないで

すから。どうしても石灰並白を少し混ぜないと艶が出てこない。昔

は、籾殻の灰を濱田家でも使いましたよ。相当の量が必要だから、

相当の籾殻が必要。買い求めて、それを臼でよくつくんです。すり潰

して、うんと粒子を細かくする。細かくなったのを、さらに火にかけて、

もっと溶けやすくして釉薬をつくるんです。いちばんやっかいな釉

薬ですね。いちばん簡単なのは柿釉ね、芦沼石をそのまま火にか

けてできるんですから。

　濱田晋作 (はまだしんさく) さんは、昭和4年 （1929） 生まれ。早

稲田大学文学部美術工芸科卒業。濱田庄司の次男。現役で作陶

と展示会での発表を続けている。毎日、午後になると参考館敷地

内の「上ん台」まで散歩をしてお茶の時間をもつのが日課とのこと。 

 

1. 薪窯に向く、赤松の炎

　庄司の時代から、山を管理して手入れする専門の職人を抱えて

いたというわけではないんです。山の職人というよりも、毎日来てい

る屋敷を管理する職人ですね、これがたまに山を巡回しながら、多

少手入れをしたほうがいいということになれば、手入れを頼むとい

うくらいで。特に山をきれいに管理しようとかいう考えはなかったよ

うです。この屋敷の細かい面倒をみる夫婦と、あとひとり。その三人

で屋敷を守ってくれたんです。

　益子は、もともと赤松の産地なんです。普通の木はね、燃しても

炎が短いんです、ところが赤松は炎が長いんです。だから、こういう

もの (湯のみ) にどんとぶつかっても、炎が長いから裏表ともによく

焼ける。変化が無く、きれいにあがるんです。短いとね、片方が良い

けど、もう片方がダメとなって、変化が出来てきれいに焼けない。例

えば、クヌギは炎が短い。赤松の炎の長さが仮に3mとするとクヌギ

は1m。だから裏がよく焼けない、ダメになる。使い道が無いから、ク

ヌギやナラは焼いて炭にしていた。昔はプロパンガスが無いから台

所でも火鉢でも炭をおこしてやっていた。あれは、クヌギや、ナラな

んです。赤松にはそういう特徴があって、あちこちに昔はあって、う
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　籾殻は、専門に集めて燃してつくる業者がいた。もちろん、うちで

も作っていたけど、それでは足りないし、買い求めていました。籾殻

の灰を作る人は、それだけでは生活できないから、農業の傍ら、

やっていたのではないかな。

3.  益子の釉薬と灰のこと

　黒釉は、柿釉に1割5分くらいほかの灰をまぜると、成分が変わっ

て真っ黒になる。そのなかにクヌギやナラも混ぜると茶色が黒くな

る。

(廣瀬| 灰は濱田家でもつくっていましたか?)

　作る場合もあったけど、昔は、どの家でも灰が出たし、うち１軒だ

けでは、灰の量が足りないから用はなさない。一般家庭では灰が

出ても用途が無いから、その使わない灰をもらってくるんです。益子

の人はみんな瀬戸屋が灰を使うって知っているから、瀬戸屋を

回って、使ってくれって持ってきてくれた。瀬戸屋は昔みんな貧乏

で、瀬戸屋も貧乏だけど、どこの家庭も皆貧しくて、そこで使う器を

つくるのだから高い値がつけられない。だから身の回りにある安い

材料で作って値を安くする。台所用品も安くしないと売れない。安

くするために、器の釉薬をつくるんだから、どうしてもね、あたりまえ

の簡単な材料になるんですよね。灰をもらうときは、冷たくなった灰

だから、容れ物はなんでもいいんです、セメント袋なんかでもらって

きていた。益子焼の台所用品には、灰はあんまり使わなかったです

ね。

 石灰の灰を使ったくらいで。石灰並白と言って、それを使っていま

したね。益子の甕やすり鉢のために、おおげさに使ったら、灰が足

らなくなるから大変ですよね。益子は釉薬というとね、あまり多くの

釉薬の材料はないですね。濱田が益子にはいってきて、釉薬の材

料を濱田流に探して、直してきた。甕やすり鉢も濱田がやっている

ような同じような調整方法でやろうか、と。そんなことになって、今

の益子焼になっていると思うんです。

4. 細やかにわかれる専門の職人

　ろくろ専門の職人は、ゆっくり回転する蹴 (け) ろくろと手ろくろ

の職人が別にいた。蹴ろくろは大きなものを作る、手ろくろは小さ

なものを作るんです。回転は手ろくろが早いです。ろくろをやる人は

ろくろだけ、簡単な模様は職人がやっていて、模様専門の人もいた。

窯を作ったり修理する人もいましたよ。窯専門の人がいて一番最

後は原島さんという人がいたね。須田ヶ池の手前にうちがあって、

そこに住まいながら約束の注文があると、そこに行って窯を作った

りしていた。窯道具の鞘 (さや) もね。鞘は、そういうろくろのできる

人に特別に頼んで作ってもらっていた。ろくろ師でなくても、枠が

あって、枠の中に耐火土をいれて焼くからできる。棚板もそうです。

専門の人に頼むんです。土もみは、それ専用の職人がいるんじゃな

くて、自分でやるんです。やっぱり自分でもんだ粘土でないとやりに

くいんですよ、微妙なところでね。土練機 (どれんき) もあるけどね、

機械まかせだとだめなんです、どうしても最後は手できれいにもま

ないとね。

5. 研究を重ねながら作陶を続ける

　焼き物の形を作っていく時に、削りかすが出るでしょ。もったい

ないね、ってお客様が言うんですよ。でも、それも大切な材料なん

ですよね、がさがさしてて、つまらない粘土にみえるけど、削りかす

のおかげで、「かいらぎ (鰄／梅花皮) 」になる場合もあるんですよ。

　益子は、まだ120年か130年じゃないですか、材料使って焼き物

を始めて。まだまだ新しい産地ですよ。恵まれたほうで、松の木が

あったしね。材料も登り窯をつくるのも、もってこいの材料だったし。

恵まれて出来ている益子焼だ。益子のこの粘土、これをつくるため

に生成したかすがある、それが、かさかさした砂気の多い材料なも

りまえのこととして、自然体のことですね。麦藁、稲藁、両方使った。

麦藁の場合は、パッキンですね。こう重ねて挟む時に麦藁を使い、

その外側を包むのは普通の稲藁です。使う人によって、やり方は違

うと思います。

　さて、制作行程も、人によっていろいろでしょうが、私の場合は、

今お話ししたことで、焼き物はできますがね。
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籾殻灰について (廣瀬・注)
　「籾がら焼却灰は、900℃以上の高温に遭遇すると溶融・固化するほか、
ケイ酸成分が不溶化するのでケイ酸資材としての価値はなくなってしまう。
本試験で用いた籾がら焼却灰は、低温 (400 - 500℃) で燃焼させることに
より非晶質で溶解性の高いケイ酸を含んでいる」(出典: 独立行政法人 農
業・食品産業技術総合研究機構ウェブサイト「研究成果情報」東北農業研
究センター・生産環境研究領域 報告「籾がら焼却灰は市販のケイ酸資材
と同等のイネいもち病発病抑制効果を有する」兼松、小林、関矢、2013年)
http://www.naro.affrc.go.jp/project/results/laboratory/tarc/2013/
tarc13_s15.html
　「籾殻は田の隅に盛り、そこに煙突を差して1週間くらい燃やし、灰を肥料
にした。焼き物屋はそれを分けてもらって使った。藁の灰も、大量に一気に
ではなく、少しずつ焼くように、習った」 (鈴木稔氏・聞き取り2014/11/23)。
　以上のことから、野外での長期間 (1週間くらい?) 低温焼成 (400 - 
500℃?) された籾殻灰は、釉薬 (糠白釉) 製造に際して「非晶質で溶解性
の高いケイ酸を含んでいる」ことからガラス状の皮膜形成が可能となるので
はないかと推測する。

んですから、登り窯や道具を作るのにもってこいなんですよね、「か

いらぎ」にも。そういう悪い粘土を活かすわけですけど、それは、昔

にはなかったこと。濱田 (庄司) が入ってきてから、だめな材料を活

かしながら自分の勝手な器をつくったというわけ。そういうガサガ

サしたものを、濱田が作っているのを知って、どう作るんだと専門

家どうしで話してもわからなくて、濱田に聞きに来ていたそうです。

　焼き物の材料の使い方では、自然が教えてくれたというよりも、

京都にいた友だちで、河井寛次郎っていうのがいるんですけど、こ

れとふたりであれこれ考えながら焼き物に相当する材料や制作方

法を考えながらやったりね。自然が教えてくれたということではなく

て、釉薬をつくったり、粘土の材料の使用方法を考えたり、自分た

ちで研究していた。河井寛次郎っていうのは、今の東京工業大学、

昔の東京高等工業学校 (窯業科) なんですが、そこに務めていて、

父なんかも、今の東京の日比谷高校ですが、あれの前身の府立一

中にやっかいになって、それで勉強していたんです。成績が2番目

だったんです、みんな東大に行くような高校のね。東大に行くのが

当然のようなのに、「高等工業の焼き物の世界に入って勉強する

」って言ったらね、先生から「おまえどうかしているぞ、精神病院

行って診察してもらえ」って。それで、病院に行って診察してもらっ

たら異常はないって。それで焼き物の世界に入れました。

6. 稲藁と麦藁で包み、川へ

　荷車屋さんには、これは、どの瀬戸屋さんも、そういう機会があ

るとやっかいになった。今のリヤカーじゃなくて、大八車か何かが

あったんですよね。器を運ぶ時、最初は荷車でね、この付近は、どこ

に持って行ったかなあ、どこか一カ所持って行く場所があったんで

すよね。そこから川を下って東京のほうへ品物を送ったんですよね。

器は、藁で包んでいた。 

(廣瀬| 濱田家の水田の稲藁で?)

　なんでもいいんですよ、お百姓さんが作っている藁をなんでもい

いからもらってね、それを利用して荷造りしてね。専門の人もいた

けど、焼き物屋なら誰でもできますよ。壊れないようにすればいい

んだから。

(廣瀬| 子どものころから手伝っていました?)

　手伝いというよりも、これはもう自動的な手伝いですね。1つ1つ

品物どうしがぶつからないようにして。数が多くて大変だけど、あた

ちの裏山にもあって、松食い虫の被害が出るまでは、昔はガス窯な

んてなかったから、焼き物屋さんはみんな赤松の薪でやっていた。

今は東北のほうから赤松の薪を求めていますね。

2. 田からの恵みと窯業、「灰」のこと

　昔は灰があっての生活だったでしょ、今は灰がなくても生活でき

るから、作る素の材料がないんですよね。あっても必要としない、だ

から灰が出てこない。これは自然現象で、しょうがない。無理矢理

に灰を作ろうとしても、「堅苦しい灰」になっちゃう。自然に任せる他

はないからやむをえないですね。自然消滅です。なかなか難しいで

すよね、材料を活かして、仕事のほうへ持ってこようというのは。

(廣瀬| 今日は、ご近所の田んぼで籾殻を燃やしていましたが、あ

まり最近では見られなくなりましたね?) 

　籾殻の灰は、器の白い部分があるでしょう、その白 (飾ってある

湯のみの) が、籾殻の灰。籾殻灰の場合は、いくらか石灰並白が入

るんです。籾殻の場合は、1500度くらいの温度にしても溶けないで

すから。どうしても石灰並白を少し混ぜないと艶が出てこない。昔

は、籾殻の灰を濱田家でも使いましたよ。相当の量が必要だから、

相当の籾殻が必要。買い求めて、それを臼でよくつくんです。すり潰

して、うんと粒子を細かくする。細かくなったのを、さらに火にかけて、

もっと溶けやすくして釉薬をつくるんです。いちばんやっかいな釉

薬ですね。いちばん簡単なのは柿釉ね、芦沼石をそのまま火にか

けてできるんですから。

　濱田晋作 (はまだしんさく) さんは、昭和4年 （1929） 生まれ。早

稲田大学文学部美術工芸科卒業。濱田庄司の次男。現役で作陶

と展示会での発表を続けている。毎日、午後になると参考館敷地

内の「上ん台」まで散歩をしてお茶の時間をもつのが日課とのこと。 

 

1. 薪窯に向く、赤松の炎

　庄司の時代から、山を管理して手入れする専門の職人を抱えて

いたというわけではないんです。山の職人というよりも、毎日来てい

る屋敷を管理する職人ですね、これがたまに山を巡回しながら、多

少手入れをしたほうがいいということになれば、手入れを頼むとい

うくらいで。特に山をきれいに管理しようとかいう考えはなかったよ

うです。この屋敷の細かい面倒をみる夫婦と、あとひとり。その三人

で屋敷を守ってくれたんです。

　益子は、もともと赤松の産地なんです。普通の木はね、燃しても

炎が短いんです、ところが赤松は炎が長いんです。だから、こういう

もの (湯のみ) にどんとぶつかっても、炎が長いから裏表ともによく

焼ける。変化が無く、きれいにあがるんです。短いとね、片方が良い

けど、もう片方がダメとなって、変化が出来てきれいに焼けない。例

えば、クヌギは炎が短い。赤松の炎の長さが仮に3mとするとクヌギ

は1m。だから裏がよく焼けない、ダメになる。使い道が無いから、ク

ヌギやナラは焼いて炭にしていた。昔はプロパンガスが無いから台

所でも火鉢でも炭をおこしてやっていた。あれは、クヌギや、ナラな

んです。赤松にはそういう特徴があって、あちこちに昔はあって、う

　籾殻は、専門に集めて燃してつくる業者がいた。もちろん、うちで

も作っていたけど、それでは足りないし、買い求めていました。籾殻

の灰を作る人は、それだけでは生活できないから、農業の傍ら、

やっていたのではないかな。

3.  益子の釉薬と灰のこと

　黒釉は、柿釉に1割5分くらいほかの灰をまぜると、成分が変わっ

て真っ黒になる。そのなかにクヌギやナラも混ぜると茶色が黒くな

る。

(廣瀬| 灰は濱田家でもつくっていましたか?)

　作る場合もあったけど、昔は、どの家でも灰が出たし、うち１軒だ

けでは、灰の量が足りないから用はなさない。一般家庭では灰が

出ても用途が無いから、その使わない灰をもらってくるんです。益子

の人はみんな瀬戸屋が灰を使うって知っているから、瀬戸屋を

回って、使ってくれって持ってきてくれた。瀬戸屋は昔みんな貧乏

で、瀬戸屋も貧乏だけど、どこの家庭も皆貧しくて、そこで使う器を

つくるのだから高い値がつけられない。だから身の回りにある安い

材料で作って値を安くする。台所用品も安くしないと売れない。安

くするために、器の釉薬をつくるんだから、どうしてもね、あたりまえ

の簡単な材料になるんですよね。灰をもらうときは、冷たくなった灰

だから、容れ物はなんでもいいんです、セメント袋なんかでもらって

きていた。益子焼の台所用品には、灰はあんまり使わなかったです

ね。

 石灰の灰を使ったくらいで。石灰並白と言って、それを使っていま

したね。益子の甕やすり鉢のために、おおげさに使ったら、灰が足

らなくなるから大変ですよね。益子は釉薬というとね、あまり多くの

釉薬の材料はないですね。濱田が益子にはいってきて、釉薬の材

料を濱田流に探して、直してきた。甕やすり鉢も濱田がやっている

ような同じような調整方法でやろうか、と。そんなことになって、今

の益子焼になっていると思うんです。

4. 細やかにわかれる専門の職人

　ろくろ専門の職人は、ゆっくり回転する蹴 (け) ろくろと手ろくろ

の職人が別にいた。蹴ろくろは大きなものを作る、手ろくろは小さ

なものを作るんです。回転は手ろくろが早いです。ろくろをやる人は

ろくろだけ、簡単な模様は職人がやっていて、模様専門の人もいた。

窯を作ったり修理する人もいましたよ。窯専門の人がいて一番最

後は原島さんという人がいたね。須田ヶ池の手前にうちがあって、

そこに住まいながら約束の注文があると、そこに行って窯を作った

りしていた。窯道具の鞘 (さや) もね。鞘は、そういうろくろのできる

人に特別に頼んで作ってもらっていた。ろくろ師でなくても、枠が

あって、枠の中に耐火土をいれて焼くからできる。棚板もそうです。

専門の人に頼むんです。土もみは、それ専用の職人がいるんじゃな

くて、自分でやるんです。やっぱり自分でもんだ粘土でないとやりに

くいんですよ、微妙なところでね。土練機 (どれんき) もあるけどね、

機械まかせだとだめなんです、どうしても最後は手できれいにもま

ないとね。

5. 研究を重ねながら作陶を続ける

　焼き物の形を作っていく時に、削りかすが出るでしょ。もったい

ないね、ってお客様が言うんですよ。でも、それも大切な材料なん

ですよね、がさがさしてて、つまらない粘土にみえるけど、削りかす

のおかげで、「かいらぎ (鰄／梅花皮) 」になる場合もあるんですよ。

　益子は、まだ120年か130年じゃないですか、材料使って焼き物

を始めて。まだまだ新しい産地ですよ。恵まれたほうで、松の木が

あったしね。材料も登り窯をつくるのも、もってこいの材料だったし。

恵まれて出来ている益子焼だ。益子のこの粘土、これをつくるため

に生成したかすがある、それが、かさかさした砂気の多い材料なも

りまえのこととして、自然体のことですね。麦藁、稲藁、両方使った。

麦藁の場合は、パッキンですね。こう重ねて挟む時に麦藁を使い、

その外側を包むのは普通の稲藁です。使う人によって、やり方は違

うと思います。

　さて、制作行程も、人によっていろいろでしょうが、私の場合は、

今お話ししたことで、焼き物はできますがね。

04 - 42



記録: 簑田理香 (文責)、廣瀬俊介、土祭事務局

んですから、登り窯や道具を作るのにもってこいなんですよね、「か

いらぎ」にも。そういう悪い粘土を活かすわけですけど、それは、昔

にはなかったこと。濱田 (庄司) が入ってきてから、だめな材料を活

かしながら自分の勝手な器をつくったというわけ。そういうガサガ

サしたものを、濱田が作っているのを知って、どう作るんだと専門

家どうしで話してもわからなくて、濱田に聞きに来ていたそうです。

　焼き物の材料の使い方では、自然が教えてくれたというよりも、

京都にいた友だちで、河井寛次郎っていうのがいるんですけど、こ

れとふたりであれこれ考えながら焼き物に相当する材料や制作方

法を考えながらやったりね。自然が教えてくれたということではなく

て、釉薬をつくったり、粘土の材料の使用方法を考えたり、自分た

ちで研究していた。河井寛次郎っていうのは、今の東京工業大学、

昔の東京高等工業学校 (窯業科) なんですが、そこに務めていて、

父なんかも、今の東京の日比谷高校ですが、あれの前身の府立一

中にやっかいになって、それで勉強していたんです。成績が2番目

だったんです、みんな東大に行くような高校のね。東大に行くのが

当然のようなのに、「高等工業の焼き物の世界に入って勉強する

」って言ったらね、先生から「おまえどうかしているぞ、精神病院

行って診察してもらえ」って。それで、病院に行って診察してもらっ

たら異常はないって。それで焼き物の世界に入れました。

6. 稲藁と麦藁で包み、川へ

　荷車屋さんには、これは、どの瀬戸屋さんも、そういう機会があ

るとやっかいになった。今のリヤカーじゃなくて、大八車か何かが

あったんですよね。器を運ぶ時、最初は荷車でね、この付近は、どこ

に持って行ったかなあ、どこか一カ所持って行く場所があったんで

すよね。そこから川を下って東京のほうへ品物を送ったんですよね。

器は、藁で包んでいた。 

(廣瀬| 濱田家の水田の稲藁で?)

　なんでもいいんですよ、お百姓さんが作っている藁をなんでもい

いからもらってね、それを利用して荷造りしてね。専門の人もいた

けど、焼き物屋なら誰でもできますよ。壊れないようにすればいい

んだから。

(廣瀬| 子どものころから手伝っていました?)

　手伝いというよりも、これはもう自動的な手伝いですね。1つ1つ

品物どうしがぶつからないようにして。数が多くて大変だけど、あた

ちの裏山にもあって、松食い虫の被害が出るまでは、昔はガス窯な

んてなかったから、焼き物屋さんはみんな赤松の薪でやっていた。

今は東北のほうから赤松の薪を求めていますね。

2. 田からの恵みと窯業、「灰」のこと

　昔は灰があっての生活だったでしょ、今は灰がなくても生活でき

るから、作る素の材料がないんですよね。あっても必要としない、だ

から灰が出てこない。これは自然現象で、しょうがない。無理矢理

に灰を作ろうとしても、「堅苦しい灰」になっちゃう。自然に任せる他

はないからやむをえないですね。自然消滅です。なかなか難しいで

すよね、材料を活かして、仕事のほうへ持ってこようというのは。

(廣瀬| 今日は、ご近所の田んぼで籾殻を燃やしていましたが、あ

まり最近では見られなくなりましたね?) 

　籾殻の灰は、器の白い部分があるでしょう、その白 (飾ってある

湯のみの) が、籾殻の灰。籾殻灰の場合は、いくらか石灰並白が入

るんです。籾殻の場合は、1500度くらいの温度にしても溶けないで

すから。どうしても石灰並白を少し混ぜないと艶が出てこない。昔

は、籾殻の灰を濱田家でも使いましたよ。相当の量が必要だから、

相当の籾殻が必要。買い求めて、それを臼でよくつくんです。すり潰

して、うんと粒子を細かくする。細かくなったのを、さらに火にかけて、

もっと溶けやすくして釉薬をつくるんです。いちばんやっかいな釉

薬ですね。いちばん簡単なのは柿釉ね、芦沼石をそのまま火にか

けてできるんですから。

　濱田晋作 (はまだしんさく) さんは、昭和4年 （1929） 生まれ。早

稲田大学文学部美術工芸科卒業。濱田庄司の次男。現役で作陶

と展示会での発表を続けている。毎日、午後になると参考館敷地

内の「上ん台」まで散歩をしてお茶の時間をもつのが日課とのこと。 

 

1. 薪窯に向く、赤松の炎

　庄司の時代から、山を管理して手入れする専門の職人を抱えて

いたというわけではないんです。山の職人というよりも、毎日来てい

る屋敷を管理する職人ですね、これがたまに山を巡回しながら、多

少手入れをしたほうがいいということになれば、手入れを頼むとい

うくらいで。特に山をきれいに管理しようとかいう考えはなかったよ

うです。この屋敷の細かい面倒をみる夫婦と、あとひとり。その三人

で屋敷を守ってくれたんです。

　益子は、もともと赤松の産地なんです。普通の木はね、燃しても

炎が短いんです、ところが赤松は炎が長いんです。だから、こういう

もの (湯のみ) にどんとぶつかっても、炎が長いから裏表ともによく

焼ける。変化が無く、きれいにあがるんです。短いとね、片方が良い

けど、もう片方がダメとなって、変化が出来てきれいに焼けない。例

えば、クヌギは炎が短い。赤松の炎の長さが仮に3mとするとクヌギ

は1m。だから裏がよく焼けない、ダメになる。使い道が無いから、ク

ヌギやナラは焼いて炭にしていた。昔はプロパンガスが無いから台

所でも火鉢でも炭をおこしてやっていた。あれは、クヌギや、ナラな

んです。赤松にはそういう特徴があって、あちこちに昔はあって、う

　籾殻は、専門に集めて燃してつくる業者がいた。もちろん、うちで

も作っていたけど、それでは足りないし、買い求めていました。籾殻

の灰を作る人は、それだけでは生活できないから、農業の傍ら、

やっていたのではないかな。

3.  益子の釉薬と灰のこと

　黒釉は、柿釉に1割5分くらいほかの灰をまぜると、成分が変わっ

て真っ黒になる。そのなかにクヌギやナラも混ぜると茶色が黒くな

る。

(廣瀬| 灰は濱田家でもつくっていましたか?)

　作る場合もあったけど、昔は、どの家でも灰が出たし、うち１軒だ

けでは、灰の量が足りないから用はなさない。一般家庭では灰が

出ても用途が無いから、その使わない灰をもらってくるんです。益子

の人はみんな瀬戸屋が灰を使うって知っているから、瀬戸屋を

回って、使ってくれって持ってきてくれた。瀬戸屋は昔みんな貧乏

で、瀬戸屋も貧乏だけど、どこの家庭も皆貧しくて、そこで使う器を

つくるのだから高い値がつけられない。だから身の回りにある安い

材料で作って値を安くする。台所用品も安くしないと売れない。安

くするために、器の釉薬をつくるんだから、どうしてもね、あたりまえ

の簡単な材料になるんですよね。灰をもらうときは、冷たくなった灰

だから、容れ物はなんでもいいんです、セメント袋なんかでもらって

きていた。益子焼の台所用品には、灰はあんまり使わなかったです

ね。

 石灰の灰を使ったくらいで。石灰並白と言って、それを使っていま

したね。益子の甕やすり鉢のために、おおげさに使ったら、灰が足

らなくなるから大変ですよね。益子は釉薬というとね、あまり多くの

釉薬の材料はないですね。濱田が益子にはいってきて、釉薬の材

料を濱田流に探して、直してきた。甕やすり鉢も濱田がやっている

ような同じような調整方法でやろうか、と。そんなことになって、今

の益子焼になっていると思うんです。

4. 細やかにわかれる専門の職人

　ろくろ専門の職人は、ゆっくり回転する蹴 (け) ろくろと手ろくろ

の職人が別にいた。蹴ろくろは大きなものを作る、手ろくろは小さ

なものを作るんです。回転は手ろくろが早いです。ろくろをやる人は

ろくろだけ、簡単な模様は職人がやっていて、模様専門の人もいた。

窯を作ったり修理する人もいましたよ。窯専門の人がいて一番最

後は原島さんという人がいたね。須田ヶ池の手前にうちがあって、

そこに住まいながら約束の注文があると、そこに行って窯を作った

りしていた。窯道具の鞘 (さや) もね。鞘は、そういうろくろのできる

人に特別に頼んで作ってもらっていた。ろくろ師でなくても、枠が

あって、枠の中に耐火土をいれて焼くからできる。棚板もそうです。

専門の人に頼むんです。土もみは、それ専用の職人がいるんじゃな

くて、自分でやるんです。やっぱり自分でもんだ粘土でないとやりに

くいんですよ、微妙なところでね。土練機 (どれんき) もあるけどね、

機械まかせだとだめなんです、どうしても最後は手できれいにもま

ないとね。

5. 研究を重ねながら作陶を続ける

　焼き物の形を作っていく時に、削りかすが出るでしょ。もったい

ないね、ってお客様が言うんですよ。でも、それも大切な材料なん

ですよね、がさがさしてて、つまらない粘土にみえるけど、削りかす

のおかげで、「かいらぎ (鰄／梅花皮) 」になる場合もあるんですよ。

　益子は、まだ120年か130年じゃないですか、材料使って焼き物

を始めて。まだまだ新しい産地ですよ。恵まれたほうで、松の木が

あったしね。材料も登り窯をつくるのも、もってこいの材料だったし。

恵まれて出来ている益子焼だ。益子のこの粘土、これをつくるため

に生成したかすがある、それが、かさかさした砂気の多い材料なも

りまえのこととして、自然体のことですね。麦藁、稲藁、両方使った。

麦藁の場合は、パッキンですね。こう重ねて挟む時に麦藁を使い、

その外側を包むのは普通の稲藁です。使う人によって、やり方は違

うと思います。

　さて、制作行程も、人によっていろいろでしょうが、私の場合は、

今お話ししたことで、焼き物はできますがね。
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